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　(財)あしたの日本を創る協会・全国生活学校連絡協議会では、地球温暖化防止を目的に「レジ袋

削減・マイバック持参運動」を通して７/１～12/31の半年間で、レジ袋3,000万枚の削減を目指し、

「レジ袋減らし隊」運動を全国各地で展開しています。

　協力店ポスターの掲示してあるお店でレジ袋をもらわなかったときは、レジやサービスカウン

ターなどで専用のスタンプカードにはんこまたはシールもらってください。はんこまたはシールが

たまったスタンプカードはレジ袋削減枚数を集計するために使用しますので、(財）あしたの日本を

創る協会へ送付、もしくは協力店に設置してある回収ボックスに入れるか、潮来市環境課又は延方

公民館へご持参ください。

　レジ袋は、年間約305億枚使われており、約60万キロリットルの石油が使われています。ま

た、レジ袋が1枚燃やされると、約９ｇの二酸化炭素（ＣＯ2）がでます。

　レジ袋を削減し、いつまでも住みよい地球を残すために、できることからはじめましょう。

※スタンプカードのついているチラシは、協力店、市環境課、延方公民館においてあります。ま

た、(財)あしたの日本を創る協会ホームページ（http://www.ashita.or.jp/regi/index.htm）からダ

ウンロードできます。※スタンプカードは集計目的以外には使用しません。

～レジ袋減らし隊活動に参加しよう～

　【お問合せ】延方生活学校（延方公民館内 ℡.66-6011）

 　　　　　　 潮来市環境課 ℡.63-1111

　　　　　　　(財)あしたの日本を創る協会(〒100-0012 東京都千代区日比谷公園1-3市政会館内℡.03-3501-8001)

市内でレジ袋減らし隊に協力しているお店
（7月25日現在）(順不同)

セイミヤ各店

道の駅いたこ

ショッピングセンターアイモア

しんや菓子舗

若槙米穀店

衣料の高橋

いなき鮮魚店

ＮＰＯ法人ピコット

柏崎精肉店

美好屋菓子店

前野菓子店

セブンイレブン潮来延方店

肉のたかはし

松崎薬局

パンの店タカセ製菓

大黒天遠峰酒造㈱

リカーショップ高塚

肉のシマヤ

ショッピングプラザ ラ・ラ・ルー

タイヨー各店

スタンプカード

おもて

スタンプカード

う ら

　７月１日（日）、セイミヤ潮来店前において延方生活学校を中心

に県生活学校連絡協議会、㈱セイミヤ、大好きいばらき県民会議

の皆さん約20名が参加して、レジ袋の削減のＰＲ活動を行いまし

た。延方生活学校では、お店、スーパーなどの協力を得ながら、

「レジ袋減らし隊」活動を実施していきます。

協力店ポスター

｢
 

 
｣

レジ袋の削減のＰＲ活動を行いました
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　潮来市では「広報いたこ」・「潮来市公式ホームページ」に

広告を掲載して頂ける企業・事業所等を募集しています。お

店のＰＲや人材募集、セール、イベント、キャンペーン等の

お知らせなど、ぜひご活用ください。

水道水をおいしく
飲む方法

　田の森浄水場では、北浦の原水を次の

工程で浄水処理しています。

①凝集沈殿させた後に砂でろ過し、

濁りや色などを除去します。

②砂ろ過した後に、活性炭で臭い成

分や微量有機物を吸着させます。

　活性炭で臭いなど水をまずくする成分

を吸着させるので、おいしい水が出来上

がります。また、残留塩素も必要最小限

に抑えているので、カルキ臭は感じない

と思います。

　さらに、おいしく飲む方法として氷を

入れるとおいしく飲めます。

　また、水道水を一旦沸かした後、冷ま

してペットボトルに入れ冷蔵庫で冷やす

ことにより、一層おいしい水となります。

皆さんもぜ

ひお試しく

ださい。

【お問合せ】

潮来市水道課 ℡.６７－５７４３

いたこの水道水
シリーズ

第２回

【お問合せ】潮来市秘書広聴課　TEL.６３－１１１１

広報いたこ・潮来市公式ホームページに

広告を掲載しませんか？

（毎月9,000部・第２木曜日発行）

　区長配布のほか、各地区公民館、

図書館、市民プール、アイモア、

ラ・ラ・ルー等に置いてあります。

１枠（大きさ:縦4.6㎝×横8.5㎝）

　　…………………………月額10,000円

☆広報いたこ

☆潮来市公式ホームページ
（トップページには、月平均15,000件の
 アクセスがあります）

◎バナー広告
　１枠（大きさ: 縦60ピクセル×横160ピク

セル・データ量：10Ｋバイト以内）

　　…………………………月額10,000円
（３ヶ月以上継続して掲載する場合は割引あり)

◎レンタルページ
　（画像等３点、100Ｋバイト以内）

　　…………………………月額 5,000円

※詳しくは、下記までお問合せください。

いたこの水道水

　潮来市地球温暖化対策実行計画では、温室効果ガス総排出量を平成12年度の実績数値を基準に平成14年度

から平成18年度までの５ヶ年で３％削減することを目標としています。（市役所各課関係機関による。）

　実行計画の最終年度にあたる平成18年度は、基準値の45％削減し、５ヶ年連続で目標を達成しております。

（平成17年度よりクリーンセンターの灰溶融施設が停止した（Ｃ重油の使用がなくなった）ため、削減率が

大きくなっています。）実行計画については見直し時期にきており、事業所等を含めた地域推進計画の策定に

ついても取り組まなければなりません。

　また、地球温暖化対策は、家庭からの温室効果ガスの排出をいかに削減するかが重要なポイントとなって

いますので、関係機関と連携し、意識改革に役立つ機会の提供と広報紙等での啓発活動を進めてまいります。

　市民の皆様、地球温暖化対策についてなお一層のご理解・ご協力をお願いします。

（単位：㎏）

平成18年度の温室効果ガス総排出量の結果をお知らせします

年度 電 気 ガソリン 灯 油 軽 油 Ａ重油 Ｃ重油 ＬＰＧ その他 計 削減率

平成12 3,115,989 142,195 1,680,074 65,077 534,050 2,063,389 112,235 9,478 7,722,487 ―

平成18 2,995,618 123,787 639,837 29,821 411,984 0 19,948 8,464 4,229,459 45％

【お問合せ】潮来市環境課  TEL.63-1111 内線251～253
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　「こんなまちにしたい」「こんなことをやってみた

ら？」など、市民の皆さんのご意見やご提案について気

軽に市長と話し合いませんか。ミーティングの場所やス

タイルは自由。皆さんの活動の場へ市長を誘っていただ

いたり、市長室へお越しいただくこともできます。まち

づくりに対するの皆さんの『声』をおまちしています。

　　　　【お申込み・お問合せ】潮来市秘書広聴課　TEL.６３－１１１１ 内線208

　　　　　　　　　　　　　　　ホームページ　http://city.itako.ibaraki.jp/

◎対　象

　市内在住者で構成または、市内に活動の拠点を置く

団体・グループ

　例えば…自治会、ＰＴＡ、学生（小学生以上）、ボ

ランティアグループ、スポーツ団体、ＮＰＯ、各種

サークル など

◎開催日及び開催場所

　参加団体と協議の上決定し、９月から実施いたしま

す。ミーティングの時間は１時間程度とします。

◎応募方法

　話し合いたいテーマ（環境・福祉・教育・都市整備

など）を決め、申込書に必要事項を記入してお申し込

みください。

※申込書については秘書広聴課に直接おいでいただく

か、または潮来市ホームページからダウンロードで

きます。

《霞ヶ浦のことを知りたい方は》

　茨城県霞ヶ浦環境科学センター

　電話０２９－８２８－０９６１ http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/

がはじまります

きれいな霞ヶ浦のために私たちができること

●台所には、目の細かいストレーナーなどを使いましょう

●鍋やお皿の油汚れはふき取り、洗剤の量を減らしましょう

●調理くずはコンポストなどで堆肥にして利用しましょう

●お風呂の残り湯は有効利用しましょう

●下水道への接続や高度処理型浄化槽を設置しましょう

●浄化槽は定期的に点検し、清掃、検査をしましょう

　霞ヶ浦は、古代から私たちの生活に欠かせない存在。多くの動植物を育む雄大な自然は、長い間人々の生

活を支えてきました。

　また、現在は私たちの生活用水、また農業用水の源として重要な存在となっていますが、水質悪化の問題

は長年の課題となっており、水質を改善していくにはひとり一人の心がけが大切です。

霞ヶ浦の汚れの原因の大半は生活排水です

　霞ヶ浦から取水される量の約９割は農業用水、残

りの１割が工業用水、上水道用水として利用されま

すが、水質悪化の原因の大半は生活排水です。

参加団体・グループ募集

相続手続　土地、建物の売買、贈与

会社の設立　役員変更　その他

潮来市曲松2808番地10（潮来高校入口）

電話　0299-67-3055

９月１日は「霞ヶ浦の日」

柗田市長のめざす「まちづくり」って？

　８月29日（水）、午後７時から市役所第１会議室にて開

催する男女共同参画公開講座～市政を知る～第１回講座

にて、 田市長が「私のまちづくり」と題し講演を行い

ます。参加ご希望の方は下記までお問い合わせください。

『霞ヶ浦の日』
　1982年（昭和57年）に「茨城県霞ヶ浦の富栄養化

の防止に関する条例」の施行を記念し、県民の水質

浄化に対する意識を高めるために設けられました。

「霞ヶ浦」は西浦、北浦、常陸利根川、鰐川、外浪

逆浦の総称です。

市長とどこでもミーティング

「広報いたこ」へ
広告を掲載しませんか！

　潮来市では、「広報いたこ」「潮来市

公式ホームページ」に有料広告掲載さ

れる方を募集しています。

詳しくは、潮来市役所 秘書広聴課まで

　〒311-2493　潮来市辻626

　50299-63-1111  FAX 0299-80-1100

受け付け

広告掲載内容審査

広告掲載決定

掲載発行

広告募集

崖

崖

崖

茂木誠治司法書士事務所

相談無料 お気軽にお電話してください
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㈱フカザワ
潮来市徳島5591

TEL 66-1231 FAX 66-0087

かしま印章
鹿嶋市役所前

TEL・FAX 82-8377

認印90円

営業時間：月～土 9:00～19:00／日・祝 9:30～18:30

激安

◆７・８月のキャンペーン◆

最高級黒水牛18ミリ

　　 16,650円（税込）

シャチハタ
ネーム９ 1,080円

ハローキティはんこまつり実施中！20%OFF
忙しい方・字の苦手な方に

慶弔印２本セット

定価6,300円涯5,270円（税込）

墨・うす墨
スタンプ台不要

手彫り

ゴム印・実印・名刺・ハガキ

実印2,500円～

ハローキティはんこまつり実施中！20%OFF

第５次総合計画で実施した事業
(市立図書館の建設 平成18年５月開館)

市民協働の取組み
(前川あやめ園整備花菖蒲１人１鉢運動)

　潮来市では平成21年度から10年間のまちづくりの指針となる「潮来市第６次総合計画」を今年度から２ヵ年で策

定します。総合計画は、市の最上位計画としてまちづくりの方向性を左右する重要な計画です。

　今後、広報紙・ホームページを通して総合計画の内容や策定状況をお知らせしていきます。

　また、この計画の策定にあたり、将来の潮来市のまちづくりに市民の皆さんの意見を反映させるために「潮来市

まちづくり委員会」を設置します。

　この委員会は、市民と市職員の協働により４つの分野別の分科会に分かれ、ワークショップ方式で主体的な検討

を行い、最終的に、各分科会で設定したテーマについて取りまとめ、総合計画への提言とし、市長へ報告すること

を目的に活動します。

　このたび、委員会のメンバーとなっていただける方を募集しますので、奮ってご応募くださるようお願いします。

　【お申込み・お問合せ】〒311-2493　潮来市辻626　潮来市企画財政課　企画調整グループ

　　　　　　　　　　　　TEL.63-1111 内線215・216 FAX.80-1100 Eメール kizai@city.itako.ibaraki.jp

※パブリックコメントとは :市の基本的な計画等の策定において、その趣旨や内容等を広く市民に公表し意見を求める市民参加の機会

総合計画策定体制図

行 政 体 制

市　　　長 振興計画審議会市　議　会

　　■策定委員会

　　■専 門 部 会

　　■ワーキングチーム

市 民 参 画

　■市民意識調査

　■まちづくり委員会

　■パブリックコメント等

議 決

提 案

諮 問

答 申
参 画

意見・
　提言

調査・意見・提言・言動

潮来市第６次総合計画を

策定します

まちづくり委員を募集します

潮来市第６次総合計画を

策定します

あなたの声を
まちづくりに！
あなたの声を
まちづくりに！

１．応募条件　市内に在住又は通勤している20歳以上で、市政やまちづくりに関心がある方。（市議会議員を除く）

２．応募期間　平成１９年８月１５日(水)から平成１９年８月３０日(木)（申込み先は下記のとおり）

３．募集人数　２０人程度

４．任　　期　平成19年９月～提言書を提出するまで。（平成20年２月頃）

５．会議開催　（1）委員会は、６回程度の開催を予定しています。

　　　　　　　（2）原則として平日の夜間（19:00～21:00）に会議を開催します。（休日の昼間１回を予定）

　　　　　　　　　第１回は９月２１日（金）に中央公民館で開催予定です。

６．そ の 他　（1）報酬の支給はありません。（研究費として図書カード3,000円分支給） 

　　　　　　　（2）委員会は学識経験を有する者、市内で活動する各種団体の構成員、一般公募による者、市職員等の

６０名程度、４分科会で構成します。

７．応募方法　市役所２階企画財政課・１階市民課、牛堀出張所、各公民館、図書館にある申込書に必要事項を記入し

て提出してください。申込書は市のホームページからダウンロードもできます。

　　　　　　　（郵送・ＦＡＸ・Ｅメールでの応募も可・その他の詳細については、下記へお問合せください。）

遺産の相続手続　土地建物の名義変更

会社の設立等　サラ金の借金問題

 毎月第２水曜日、当事務所において無料相談を

 行っております。（予約必要 ℡６６－３５１１）

〒311-2423　潮来市日の出８丁目12番地６
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200
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自分の時間を大切にできる個室空間。

　さらに、10名１組の少数グループ制

　　（ユニットケア）によるきめ細かい介護。

特別養護老人ホーム50床、短期入所生活介護10床、

デイサービス20名／日

〒311-2402　潮来市大生字大生原804-556

TEL 0299-66-5533   FAX 0299-66-3388

特別養護老人ホーム いたこの郷
利用者
募集中!!

押し花の会　野ばら

　5,000円

匿 名 2,000円

匿 名 205円

善意の箱 2,765円

匿 名 3,880円

善意銀行
（７月分・敬称略）

税金の納付は口座振替のご利用を

忙しい方などに最適です
・金融機関から自動的に納付されますので納め忘
れがありません。

・一度手続きすれば、翌年度からも継続されます。

手続きは簡単です
　潮来市収税課または潮来市指定の金融機関に口
座振替依頼書を提出してください。
（口座番号・通帳届出印等が必要となります。）

お問合せ：潮来市収税課 ℡.63-1111 内線127

ご自分の生命保険の現状確

認や今後の生命保険選びな

どのご相談をうけたまわっ

ております。

損保ジャパンひまわり生命代理店

関口 明広( )
予約必要 TEL.63-2177

ファイナンシャル・
プランナーイタコチャンスセンター

TEL.62-3000  URL:e92.net

ナンバーズ・ミニロト・ロト６・
toto・BIG・mini BIG

宝くじ販売 生命保険相談
第273回 miniBIG
１等が当たりました

!!

50

63

13

叙勲おめでとうございます

旭日単光章

坂本 徳次
とくじ

さん
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【お問合せ】潮来市介護福祉課　地域包括支援センター  TEL.63-1111 内線396・397

　潮来市では次のような介護予防教室を行っています。いつまでも元気で過ごせるよう

に、早い時期から予防に努め「活動的な85歳」をめざしましょう！

　シルバーリハビリ体操指導士と一緒に、参加者

同士で語り合い、いきいきヘルス体操を実践しま

しょう。どなたでも自由に参加できます。

◎いずれも午前10時～12時

◎運動できる服装・飲み物・バスタオルを持参

＊会場により日程が変更になる場合があります。

詳しくは下記までお問い合わせください。

◎時　間：午後２時15分～３時30分　全10回

◎場　所：潮来市立市民プール(潮来市前川)

◎対　象：65歳以上の方　20名程度　※場合により選考あり

◎講　師：健康運動指導士・全日本水泳連盟公認水泳指導員

◎費　用：2,000円(入場料込み)

◎申込み：８月31日までに所定の用紙に記入し介護福祉課に提出

　　　　※申込用紙は福祉事務所・牛堀出張所・各公民館・図書

館・かすみ保健福祉センター・市民プール・高齢者総

合相談センターあやめ／福楽園にあります。

９月14日 ９月21日 ９月28日

10月５日 10月12日 10月19日 10月26日

11月２日 11月９日 11月16日

市民プールを使って水中運動教室を行います。

～シルバーのためのプールで介護予防～

(介護予防の体操教室)

潮来公民館　　　　　　　第１火曜日

津知公民館　　　　　　　第１金曜日

大生原公民館　　　　　　第２木曜日

延方公民館　　　　　　　第３火曜日

かすみ保健福祉センター　第４火曜日

中央公民館　　　　　　　第４木曜日

長寿万歳教室

介護予防教室に参加しましょう！

　７月の住民健診の結

果で介護予防が必要と

判断された方には個別

に通知します。住民健

診を受診していなくて

も介護予防教室への参

加は可能です。

らく
 らく 水中ウォーキング教室

気象庁より発信されている地震のＰ波・Ｓ波の性質を利用した情報で
す。居る場所で、何秒後にどの位の震度の地震が来るかを教えてくれ
ます。詳しくは気象庁ホームページまたは弊社で。

テックスは世界で初めてキャノン複合機に
　　防災機能を付加しました。特許出願中

コピー機・事務用パソコンが一斉に地震をお知らせします

㈱テックス

ご存知ですか『緊急地震速報』
『震度６強の地震が２０秒後に来ます』 現在、先行配信中

電話６４－６５６５
URL www.tecs.ne.jp

常　南　病　院
循環器科 整形外科 胃 腸 科

平日 午後７時まで診察しております
〒311-2421　潮来市辻３８６

電話 0299-63-1101【送迎いたします】

《月曜～金曜》
午前９時　～ 12 時
午後２時半～ ７ 時

《 土曜 》
午前９時 ～ 12 時
午後２時 ～ ５ 時

◆診療時間

常　南　病　院
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攻撃の手段や規模により次の事態を想定しました

事　　態 事　態　類　型

武力攻撃事態

①着上陸侵攻
　複数の船舶等をもって沿岸部に直接上陸して、国土
を占領する攻撃

②ゲリラ・特殊部隊による攻撃
　特殊部隊を潜入させ、重要施設への破壊や要人の暗
殺等を実施する攻撃

③弾道ミサイル攻撃
　弾道ミサイルを使用して我が国を直接打撃する攻撃
④航空攻撃
　爆撃機及び戦闘機等で我が国領空に侵入し、爆弾等
を投下する攻撃

緊急対処事態

（大規模テロ等）

①危険物質を有する施設への攻撃
　ガス貯蔵施設等への攻撃の場合、多大な人的被害と
社会経済活動に支障が生ずる

②大規模集客施設等への攻撃
　駅、列車、ショッピング施設を爆破するなど多大な
人的被害が生ずる

③大量殺傷物質による攻撃
　放射性物質を含む爆弾や炭疽菌、サリン等の散布に
よる攻撃

④交通機関を破壊手段とした攻撃
　航空機による自爆テロ等で多数の人的被害が生ずる
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63-
 

234

武力攻撃発生情報入手時の警報・避難の流れ

正確な情報により行動してください。

・テレビ、ラジオ、防災行政無線等に耳を傾け、落ちついて指示に従ってください。

・近所で声を掛け合い、助け合いながら避難してください。

テレビ

ラジオ

警報・非難

の指示・内

容を放送

住　　民 ・家の中へ避難 　・避難先地域へ避難 　・県境を越える避難

国（対策本部）

県（対策本部）

市（対策本部）

警報の発令

警報の通知

警報の伝達

避難措置の指示

避難の実施

・警察、消防、自衛隊による避難誘導

安否情報の収集・整理・提供の流れ

※外国人の安否情報は、日本赤十字社も収集・提供を行います。

・警察

・関係機関

・避難施設

（避難所に

おける避

難住民の

名簿作成）

市

（市長）

安否情報の収集・整理

安否情報の回答

県への情報提供

県

（知事）

安否情報の収集・整理

安否情報の回答

総務大臣への回答

国

（総務大臣）

安否情報の収集・整理

安否情報の回答

報告情報提供

報告

収集

収集

照会・回答

照会・回答

照会・回答

 

 
 

 

避難措置の指示

・避難が必要な地域

・避難先

・避難の方法・経路
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【屋外広告物とは？】
　「屋外広告物」とは，常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、

はり紙、はり札、広告板などをいいます。具体的には次のようなものがあります。

屋外広告物の種類（一例）

　これら屋外広告物を表示するときは、景観に配慮するとともに公衆への危害を防止するため、

原則として市町村長の許可を受けることとされています。

屋外広告物は、必要な許可を受けて表示しましょう

茨　城　県

― 美しいまちづくりは、屋外広告物の適正な表示から ―

ごぞんじですか？屋外広告物制度
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　【お問合せ先】

　　潮来市都市建設課都市計画担当

　　ＴＥＬ ０２９９（６３）１１１１　内線３４７

　　茨城県土木部都市局都市計画課都市行政担当

　　ＴＥＬ ０２９（３０１）４５８３（直通）

■県では、良好な景観の形成や風致の維持、及び公衆に対する危害防止のために、茨城県屋外広告物条例を

定め、屋外広告物に対して必要な規制を行っています。規制の内容には、①屋外広告物を表示してはいけ

ない地域（禁止地域）、②屋外広告物を表示してはいけない物件（禁止物件）等があります。

■また、広告主や土地所有者等に対しては、屋外広告物の適正な表示や管理等を求めています。

■条例に違反する屋外広告物を表示すると、罰金刑（最高100万円）に処されることがあります。条例の規定

を遵守し、美しいまちづくりを目指しましょう。

○屋外広告物を表示してはいけない地域（禁止地域）

　次に掲げる地域には、原則として屋外広告物を表示することはできません。

・第一・二種低層住居専用地域、第一・二種中高層住居専用地域、風致地区等の用途地域

・文化財とその周囲（半径100ｍ以内）の地域、保安林、国定公園等の地域

・高速道路から500ｍ以内、国道、県道、市町村道等の道路から一定の区域（5～250ｍ以内）

　　※路線により、敷地境界から250ｍ以内・50ｍ以内・5ｍ以内に分かれています。　　　　　　　　　※

・信号機又は道路標識から半径10ｍ以内の区域　　　その他

○屋外広告物を表示してはいけない物件（禁止物件）

　次に掲げる物件には、原則として屋外広告物を表示することはできません。

・電柱、街灯柱（はり紙、はり札、立看板等の表示を禁止）

・街路樹、信号機、道路標識、ガードレール、歩道橋、道路の分離帯、カーブミラー

・パーキングメーター、郵便ポスト、電話ボックス、道路の路面　　　その他

○広告主・土地所有者等の責務

・屋外広告物の広告主は、屋外広告物の法律や条例の規制等に適合した表示や適正な管理に努めるこ

とが求められています。

・また、屋外広告物が表示された土地の所有者にも、広告主と同様の努力が求められています。

・禁止地域や禁止物件に屋外広告物を表示したとき

・必要な許可を受けずに屋外広告物を表示したとき

・違反に対する措置命令に従わなかったとき

・その他の違反行為があったとき

罰金刑
（最高100万円）

屋外広告物の適正な表示のために
～茨城県屋外広告物条例の概要～
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◎団体プロフィール◎
●名　　称：幼児サークルひまわり
●会　　長：黒須 志穂
●対　　象：０歳～５歳の子どもとお母さん
●会 員 数：子ども15名・お母さん14名
●活 動 日：主に金曜日午前中
●活動場所：中央公民館
●会　　費：年間保険代：500円
　　　　　　月会費：500円(おやつ代等)
（夏休み期間は活動休止中。９月から活動再開）

　今回は、「幼児サークルひまわり」の皆さんを紹

介します。

　幼稚園や保育園に入園する前の０歳～５歳の子

どもをもつお母さん達が、子育てに関する悩みを

相談しあったり、遠足に出かけたりしながら、

アットホームな雰囲気で楽しく活動しています。
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～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.55VOL.55

　６月29日（金）、日比谷公会堂(東京都)において内閣府主催「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」

が開催されました。会議のテーマは「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現のために」。な

ぜ今、ワーク・ライフ・バランスが必要なのか。各分野の代表により、いろいろな意見が出されました。

ワーク・ライフ・バランスが実現すると…

　性別や年代にとらわれずに、人生の段階に応じて自ら希望する「バランス」を決め、「仕事の充実」と「仕

事以外の生活の充実」の好循環を生み、多様性に富んだ活力ある社会が実現します。

　皆さんの職場やご家庭でも、ワーク・ライフ・バランスの必要性について話し合ってみませんか？

詳しくは内閣府男女共同参画局ホームページ（http://www.gender.go.jp/）をご覧ください。

【お問合せ】　潮来市秘書広聴課　TEL.６３－１１１１ 内線206

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて
平成19年度「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」より

ワーク・ライフ・バランスとは？

　仕事、家庭生活（結婚・育児・介護）、地域活動への参

加、個人の自己啓発など、様々な活動について、自らが

希望するバランスで展開できる状態にあること

男女共同参画総合相談を開設しています
（毎月第２・４木曜日　午後１～５時）

・９月開設日・・・13日・27日　TEL.６２－２７２７へお気軽にお電話ください。

・相 談 内 容・・・パートナーからの暴力的行為（ＤＶ）、性差などによる人権問題

仕　事

家庭生活 健康の休養

自己啓発地域生活

様々な活動を

希望する

バランスで展開

　多年にわたって社会に貢献された方々の長寿を祝福し、

心から敬意を表したく「平成19年度潮来市敬老会」を下記

のとおり開催いたします。

　◎日　時：平成１９年９月１７日（月）敬老の日
　◎会　場：開花亭（潮来富士屋ホテル別館）

　◎日　程：８：30～９：50　受付

　　　　　　10：00～10：30　式典

　　　　　　10：40～11：40　アトラクション…井
い

坂
さか

 斗絲幸
としゆき

　社中

　　　　　　　　　　　　　　津軽三味線と舞踊・民謡の大共演　迫力の演奏と心温まるステージをお楽しみください

　　　　　　11：45～　　　　解散

　◎招待者：昭和１１年４月１日以前に生れた方（７２歳以上）

　◎主　催：潮来市・潮来市敬老会実行委員会

　★招待者の参加とりまとめを地区区長・協力員さんにお願いしております。

　　送迎の時間帯には駐車場が混雑し、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いします。

【お問合せ】潮来市介護福祉課　高齢福祉グループ  TEL.63-1111 内線388・393

潮来市敬老会 へおこしください
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【お問合せ】　潮来市立図書館　TEL.８０－３３１１　FAX.６４－５８８０

図書館へ

今月の本棚 よ う こ そ

図書館だより

石井　桃子（生誕100年）絵本作家、翻訳家として現在活躍中

「ノンちゃん雲に乗る」「ふしぎなたいこ」「くいしんぼうのはなこさん」

「ありこのおつかい」「おそばのくきはなぜあかい」「やまのこどもたち」

「やまのたけちゃん」「イギリスとアイルランドの昔話」「幼ものがたり」

「三月ひなのつき」「幻の朱い実」など

（　は休館日、　は午後１時から開館）

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 午前10時30分 午後３時

９

１日(土) ドラえもん のび太と雲の王国 天国と地獄

２日(日) ドラえもん のび太と雲の王国 蜘蛛巣城

８日(土) 猫の恩返し 姿三四郎

９日(日) 猫の恩返し 続・姿三四郎

15日(土) ありときりぎりす[ほか3作品] 羅 生 門

16日(日) ありときりぎりす[ほか3作品] 白　　痴

22日(土) ミッフィーとおともだち あそびにいきましょ 七人の侍 １

23日(日) ミッフィーとおともだち あそびにいきましょ 七人の侍 ２

29日(土) スイミー[ほか4作品] 生 き る

30日(土) スイミー[ほか4作品] 天国と地獄

日にち 午後２時～

９月１日
(土)

はたらく車のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

９月８日
(土)

おとしよりのおはなし

いたこおはなし会

９月15日
(土)

そうじのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

９月22日
(土)

お月さまのおはなし

うしぼりおはなし会

※上映当日、午前10時から整理券を配布しますので、カウンターでお受け取りください。

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

９月の図書館カレンダー

就職活動に役立つ資料を集めました。ぜひご活用ください。

「面接の虎　自分の軸となる考え方具体的に伝える表現術」「面接官の

本音」「絶対内定」「私たちはこう言った！こう書いた！合格実践集＆

セオリー」「受かる小論文・作文模範文例」「論理的な作文・小論文を

書く方法　ナルホドと読み手を納得させる」「履歴書・エントリーシー

ト・志望動機・自己ＰＲの書」「やりなおしたい30歳以上のための就職

読本」「キャリアを磨く学生のための生活百科　入学から就職まで」

「就職力７つの黄金法則　就職率95％の秘訣！」「資格取り方、選び方

ガイド」「女性のための資格・仕事ガイド」など

図書館で七夕飾りをしました。

短冊に願い事を書いてつるしま

した。みんなの願いがお星さま

に届いたかな？

7/7

図書館の出来事

※第５土曜日（９月29日）は、おはなし会

　はお休みです。

就職支援特集

七夕祭り
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1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

5

12

19

26

4

11

18

25

6

13

20

27

7

14

21

28

Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）

＋当番医

潮来第一整形外科医院
566-0051

防災訓練

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

大久保診療所
562-2506

＋当番医

朝井医院
566-7677

胃がん検診（か）
子育て広場（中）

子育て広場（中）

胃がん検診（か）
子育て広場（中）

子育て広場（中）子育て広場（中）

子育て広場（中） 胃がん検診（か）
子育て広場（図）

胃がん検診（か）
４ヶ月児育児相談（か）
（H19.4月生）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H18.2月生）

マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（図）子育て広場（中）

子育て広場（図）

敬老の日

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H16.6月生）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H18.9月生）

敬老会

＋当番医

飯島内科566-0280

September

のカレンダー月9 ● 実施場所 ●

（い）…潮来保健センター

（か）…かすみ保健福祉センター

（中）…中央公民館

（図）…市立図書館

（高）…高齢者センター

振替休日秋分の日

＋当番医

久保病院
564-6116

＋当番医

石毛医院562-2523

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H19.1月生）

高速バス成田空港線が運行しています

【運行に関するお問い合わせ先】

　 茨城交通株式会社　勝田営業所　TEL.029-272-7311　http://www.ibako.co.jp
　 日立電鉄交通サービス株式会社　神峰営業所　TEL.0294-21-5245　http://www.hitachi-dentetsu.co.jp/bus
　 千葉交通株式会社　多古営業所　TEL.0479-76-2226　http://www.chibakotsu.co.jp

●成田空港行きは全便予約制です。（乗車日の１カ月前から前日まで受付）

　予約センター電話番号　０２９－３０９－５３８１（9:00～18:00）

●成田空港発の乗車券は、空港内にある京成カウンターで発売しています。

　（当日、乗車前に購入）

停留
所名

日立駅
中央口

水郷潮来
バスターミナル

成田空港
第２旅客ターミナル

成田空港
第１旅客ターミナル

：

4:20 → 6:56 → 7:23 7:28

5:00 → 7:46 → 8:13 8:18

5:30 → 8:06 → 8:33 8:38

7:30 → 10:47 → 11:13 11:18

9:00 → 11:57 → 12:23 12:28

10:30 → 13:37 → 14:03 14:08

12:10 → 15:07 → 15:33 15:38

13:30 → 16:27 → 16:53 16:58

15:00 → 17:57 → 18:23 18:28

高速バス成田空港線については、日立市を起点に、水郷潮来バスターミナルを経由して運行しています。（１日９往復）

停留
所名

成田空港
第２旅客ターミナル

成田空港
第１旅客ターミナル

水郷潮来
バスターミナル

日立駅
中央口

：

7:30 7:35 → 8:00 → 10:46

9:10 9:15 → 9:40 → 12:26

10:20 10:25 → 10:50 → 13:36

14:25 14:30 → 14:55 → 17:41

15:55 16:00 → 16:25 → 19:11

17:05 17:10 → 17:35 → 20:21

18:25 18:30 → 18:55 → 21:51

19:35 19:40 → 20:05 → 22:41

20:45 20:50 → 21:15 → 23:41

運 賃 表

水郷潮来バスターミナル
～ 成田空港

大人片道運賃 １，０００円

小人片道運賃 　　５００円

予 約 に つ い て

７月より
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　市長へのたより

総数 女 10,550 世帯（＋ 6）世帯数15,763人男 15,374人 （－ 4）（－ 4）31,137人（－ 8）

「飲酒運転は絶対にしない・させない」を合言葉 飲酒運転撲滅都市宣言のまち・いたこ


